
 

 

 

2019年度  
 

川口市テニス協会総会資料  

 

 

 

                             日時  ２０１９年４月２１日（日）  

                           午後１時００分～ 
 

 

                    会場  青木町公園総合運動場   

                                          市民プール「会議室」   

 

                           式    次    第  

 

議長  飯塚弘道会長   司会  飯塚義弘  

      １．開    会    

      ２．会長挨拶    

      ３．議    題   
 

第１号議案    平成３０年度  事業報告及び大会結果   

発表  宮村和男理事  
 

第２号議案    平成３０年度  決算報告  

（同  監査報告） 

    発表  浅倉光枝理事  佐藤充監事南美智江監事

  

質疑応答  決議  
 

第３号議案     新役員承認  組織・専門委員会及び部会について  

発表  齊藤光司理事  小磯慎治理事  

 

第４号議案   2019年度  事業計画及び予算  

発表  田中芳郎理事  榊田克美理事  

質疑応答  決議  

      ４．その他    
      ５．閉    会  
 



継続・新規
1 榊田 克美 継
2 山口 利美 継
3 奥田 喜代子 継
4 加藤 寛子 継
5 市川 雄一 継
6 増村 すみえ 継
7 平木 美記子 継
8 佐藤 喜紀 継
9 松村 晃子 継

10 木村 欣司 継
11 村田 智史 継
12 土田 利男 継
13 増岡 喜代美 継
14 栗原 昌枝 継
15 飯塚 弘道 継
16 南部 洋平 継
17 田中 佐知子 継
18 佐藤 和仁 継
19 杉本 正行 継
20 齊藤 真紀 継
21 世代 梅子 継
22 伊東 弘美 継
23 太田 章 継
24 清水 千津 継
25 小林 亨弘 継
26 伊藤 範明 継
27 戸田 国弘 継
28 田熊 和宏 継
29 菊池 茂 継
30 佐藤 光一 継
31 河合 幸治 継
32 石橋 由江 継
33 筆谷 昌人 継
34 酒井 昇 継
35 飯田 健司 継
36 浅倉 光枝 継
37 高橋 京子 継
38 横山 さゆり 継
39 内田 三男 継
40 富樫 亮 継
41 井上 由起 継
42 奥村 悟司 継
43 宮井 和義 継
44 山川 保夫 継
45 佐久間 高透 継
46 水道 英子 継
47 中川 仁 継
48 宮村 和男 継
49 阿出川 久美子 継
50 小泉 一明 継
51 山本 美千子 継
52 上野 茂樹 継
53 飯村 純子 継
54 小野 満里子 継
55 府川 文武 継
56 釣部 高司 継
57 上治 直樹 継
58 小磯 慎治 継
59 田村 優紀 継
60 樋口 和也 継
61 塩野谷 慎吾 継
62 青木 勇気 継
63 秋山 啓司 継
64 氷室 賢治 継
65 福元 健二 継
66 美原 隆 新
67 益子 将 新
68 小池 絵理 新
69 川添 祐子 新

埼玉県立川口北高等学校テニス部103
木村☆農場

R.S.K
Soleil

Team ZERO

Aster
チームSalt
JTP
OMYTC
ability

106

108
109

99
100
101

94 GSF
93

95
97

107 Trinker's

ストイックス
Copain（コパン）
Tone
KAWATAKA
ウインズ
LT5

FRIDAY'S
NSK
三田テニスクラブ
メリーテニスクラブ
ライズ
Y・Yテニスクラブ

ファーシールズ
ファイン
フォーシーズンT3
VOSS

ドナルド・ダック

西川口テニスクラブ
西公民館硬式テニスクラブ
ノースグリーンテニスクラブ
HUSH
？（ＨＡＴＥＮＡ）Ｊ・Ｆ

中青木テニスクラブ

VITA

ジョイフル

スピード２０
スマイル
千雀庭球一門会
チーム二朗
TEAM HERO×HERO

ダンロップ川口インドアテニス
VICTORY

テニススタジオ川口

86
87
88
90
91
92

76
77
79
80
82
83
85

74
75

38

60

63
64
65
66
67

61

59

68
72
73

58

40

43
44
45
48
49

SAITEC　テニス部
South fields.
佐藤牧場
芝SCテニスクラブ

34
35

チームコード チーム名

30
31
33

50
51
52
54

青木テニスクラブ
アバンタージュテニスクラブ
アプリコット
Ambitious
イーグルサム
インパクト

ウルトラM
ウエストヒルズ

ｆ２
エムズ（M'ｓ）
川口市役所　テニス部
北スポーツセンターテニスクラブ

チームyukino
TEAM ONE DO
チャレンジャーズ
D.T.X

42 昴テニスクラブ

クィーンズドームテニススクール
グリーンテニスプラザ

2019年度　川口市テニス協会登録チーム一覧 （敬称略）

28 キャロ

13
12

18
19
22
27

03
04
05
07
08
09

代表者
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  ［男子の部］

平林　豊 鈴木　雄太 今井　良和 石田　大地

保土田　優士 新谷　紀尚 渡辺　祥平 中川　仁

（チャレンジャーズ/佐藤牧場） （ウインズ） （OMYTC） （NSK）

鈴木　慧史 酒井　昇 福澤　拓磨 大島　浩行

西澤　知孝 長屋　秀吾 市本　基 小堀　亘

（チャレンジャーズ） （中青木テニスクラブ） （LT5） （アプリコット/ウエストヒルズ）

小暮　南央 波岡　周平 石原　和宏 美原　隆

木村　幸司 猪熊　栄 栗林　信行 山本　伸明

（Team ZERO） （ファイン） （ライズ） （Team ZERO）

田中　達也 青地　宏一 吉田　真司 大木　晴雄

新名　清志 渡邊　天磨 高橋　久和 北森　一弘

（アバンタージュテニスクラブ） （ウエストヒルズ） （クィーンズドームテニススクール） （西川口テニスクラブ）

平林　豊 内川　勇輝 柴崎　信孝 鈴木　慧史

（チャレンジャーズ） （チャレンジャーズ） （NSK） （チャレンジャーズ）

田村　啓志郎 白石　大貴 小暮　南央 小松　渓太郎

（ファイン） （西川口テニスクラブ） （Team ZERO） （グリーンテニスプラザ）

小巻　岳彦 氷室　賢治 蒔田　誠 近野　大樹

（Aster） （ability) （Y・Yテニスクラブ） （テニススタジオ川口）

松浦　規久哉 山本　博樹 佐々木　久人 横田　幸一郎

（アバンタージュテニスクラブ) （アバンタージュテニスクラブ） （VICTORY） （グリーンテニスプラザ）

猪熊　栄 折茂　富雄 栗原　豊 戸田　国弘

（ファイン） （エムズ） （ウエストヒルズ） （チームyukino）

永井　祐樹 佐藤　喜紀 鈴木　雄太 鈴木　祥平

永井　宏樹 小杉　健一 新谷　紀尚 保土田　優士

（フリー） （ウルトラM） （ウインズ） （佐藤牧場）

足立　勝 真鍋　将治 杉浦　淳之 関根　弘

増田　久徳 内山　博文 市橋　大 山添　一郎

（ウエストヒルズ） （クィーンズドームテニススクール） （ウインズ） (TEAM HIRO×HIRO)

折茂　富雄 新名　清志 岡　隆次郎 大木　晴雄

蕭　振聰 田中　達也 小林　三紀 北森　一弘

（エムズ/フリー） （アバンタージュテニスクラブ） （Team ZERO） (西川口テニスクラブ)

本戦
16チーム

予選
32チーム

  ［女子の部］

高岸　真紀子 六本木　裕美 角田　幸子 松村　直美

駒津　芳枝 井村　千香代 小嶋　知子 宇田　薫

（VICTORY/ライズ） （VOSS/ライズ） （ウルトラM） （ノースグリーンテニスクラブ/ジョイフル）

鈴木　恵美 諸我　知絵 新井　あゆみ 高岸　真紀子

飯泉　友梨子 諸我　歩実 鈴木　みのり 六本木　裕美

（TEAM ONE DO） （ＮＳＫ） （VOSS） （VICTORY/VOSS）

金井　陽子 大野　美香 広沢　ゆかり 関口　美子

江藤　裕美 大野　梨香 江原　和代 奥村　奈津子

（NSK） （フォーシーズンT3） （ジョイフル） （Team ZERO）

中司　晴子 相良　敬子 林田　明子 柏倉　麗子

酒井　里美 小坂　由香 久保田　裕美子 早馬　麻子
（TEAM ONE DO/中青木テニスクラブ） （NSK/メリーテニスクラブ） （フォーシーズンT3） （Team ZERO/Copain）

三好　由紀子 下澤　恵美 寺門　恵子 清水　香

宇田　薫 関　史子 木下　良子 新藤　法子

（ジョイフル） （スマイル） （FRIDAY'S） （フォーシーズンT3）

大橋　好子 高橋　京子

小柳　純子 松崎　容麗子
（中青木テニスクラブ/アバンタージュテニスクラブ） （ノースグリーンテニスクラブ/ジョイフル）

高岸　真紀子 飯泉　友梨子 神　葉子 田中　あかね

駒津　芳枝 鈴木　恵美 金澤　万由美 西澤　桃子

（VICTORY/ライズ） （TEAM ONE DO） （NSK/Copain） （ストイックス）

松村　直美 小池　絵理 柴田　真理 岡森　麻里

宇田　薫 谷利　麻理子 鈴木　千代子 矢部　淳子

（ノースグリーンTC/ジョイフル） （D．T．C．/T one） （ダンロップ川口インドア/西公民館） （ジョイフル/青木テニスクラブ）

平澤　紘子 宮田　美紀 関亦　美智 田村　優紀
（クィーンズドームテニススクール） （フォーシーズンT3） （チームSalt） （GSF）

小島　有貴 中摩　奈緒子 関谷　彩希 金山　真由美

（チームSalt） （スマイル） （チームSalt） （LT5）

矢澤　比奈 奥村　奈津子 永井　保子 田中　麻理

（NSK） （Team ZERO） （ライズ） （OMYTC）

新井　あゆみ 田嶋　加奈子 高橋　真千子 六本木　裕美

家田　彩子 栗原　美奈子 日下部　由美子 江面　由紀

（VOSS） （ストイックス/VICTORY） （D．T．C．） （VOSS/インパクト）

青山　裕子 阿部　寿見子 牧野　美幸 奈良　百合子

福田　孝子 本田　奈保子 長谷川　美奈子 青柳　美千代

（ファーシールズ） （T one） （FRIDAY'S) （チームyukino)

沢内　寿枝 梅原　真紀子 福田　幸子 飯塚　浩子

下津　信子 小笠原　寿子 平木　美記子 柏崎　智恵子
（ノースグリーンテニスクラブ/ファーシールズ） （インパクト） （ウエストヒルズ） （千雀一門会）

本戦
16チーム

予選
42チーム

平成30年度　事業報告　大会結果

３　　位 ３　　位

55歳以上
5ペア

市民選手権大会兼第38回
テニス協会ダブルス大会

平成30年8月12、19日

大    会    名
開催日

優  　　勝

第37回シングルス大会
平成30年7月8日、

9月9、16日

３　　位３　　位準　優　勝
クラス

参加人数

ＶＯＳＳ 佐藤牧場（A）ウルトラMウインズ（A）

第38回テニス協会杯
ダブルス大会

平成30年5月5、6日

B
17ペア

C
29ペア

第32回 協会杯
チーム別対抗戦

平成30年12月9、16日

第38回テニス協会杯
ダブルス大会

平成30年5月5、6日

大    会    名
開催日

第75回会長杯
春季レディースダブルス大会

平成30年4月5日

50歳以上
15ペア

60歳以上
5ペア

A
29ペア

55歳以上
9ペア

一般の部
52ペア

A
42名

B
29名

ウルトラM

優  　　勝 準　優　勝

45歳以上
19ペア

ライズ（A) VOSS

一般の部
114ペア

クラス
参加人数

ジョイフル（A)

A
33ペア

60歳以上
4ペア

50歳以上
28ペア

B
26ペア

C
38ペア

一般の部
49ペア

第32回 協会杯
チーム別対抗戦

平成30年12月9、16日

A
8名
B

16名
C

35名

一般の部
71ペア

第76回会長杯
秋季レディースダブルス大会

平成30年10月11日

C
55名

45歳以上
10名

55歳以上
18名

45歳以上
12ペア

第37回シングルス大会
平成30年7月8日、

9月9、16日

市民選手権大会兼第38回
テニス協会ダブルス大会

平成30年8月12、19日
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  ［ミックスの部］

松浦　規久哉 石野　隆司 関口　俊彦 清　隆一郎

荒　禎子 小須田　玲子 長澤　裕子 鈴木　友紀恵

（アバンタージュテニスクラブ） （ファーシールズ） （西公民館硬式テニスクラブ/ノースグリーンテニスクラブ） （アバンタージュテニスクラブ）

佐々木　優斗 中川　仁 加藤　稔 田中　明日翔

諸我　歩実 諸我　知絵 野村　由華 古賀　千恵

（チャレンジャーズ/NSK） （NSK） （佐藤牧場/Y・Yテニスクラブ） （クィーンズドームテニススクール/ウルトラM）

保土田　優士 小山　祐太 内川　勇輝 後藤　永吉

望月　直美 小林　香菜美 六本木　裕美 菅澤　理恵

（佐藤牧場/VOSS） （チームSalt） （チャレンジャーズ/VOSS） （Aster/ウインズ）

 ［ジュニアの部］

宮田　陸央 柴崎　ハル 大嶋　伶弥 中島　奈緒

野口　諒人 樫村　真歩 杉浦　凜大 佐藤　遥

（川口市テニス協会ジュニア） （アクロステニスアカデミー/川口市テニス協会ジュニア） （グロウス） （グロウス）

吉野　遥人 榊原　宙 加藤　柊太    

澤辺　颯太 渡辺　夢羽 榎本　拓真
（グリーンテニスプラザ/レイムテニスセンター） （川口市テニス協会ジュニア/テニススタジオ川口） （小谷場中学校/アクロステニスアカデミー）

北村　晋次朗 森　泰世 佐藤　誠矢 河村　勇志

（ITDアカデミー） （グリーンテニスプラザ） （戸田市スポーツセンター） （戸田市スポーツセンター）

羽生田　杏 寺内　慈 高橋　陽菜乃 高津　陽菜乃

（シードテニスクラブ） （ママパパTennis） （テニスゼロ浦和）

大谷　侑己 奈良　恒輝 佐々木　海椰 羽生田　琉碧

（戸田市スポーツセンター） （グリーンテニスプラザ） （戸田市スポーツセンター） （シードテニスクラブ）

本田　莉々香 島村　桜良 石井　心菜 宮城　幸佳

（戸田市スポーツセンター） （グリーンテニスプラザ） （グリーンテニスプラザ） （戸田市スポーツセンター）

吉田　翔 田代　祐成 萩原　真司 佐藤　京侑

（レイムテニスセンター） （竹ノ塚インドア） （上尾テニスクラブ） （与野テニスクラブ）

諏郷　桜子 柴崎　ハル 米井　ひの 吉田　歩未

（戸田市スポーツセンター） （アクロステニスアカデミー） （鳩ヶ谷ジュニアテニスクラブ）

田口　創梧 鳥山　騎世 野口　諒人 矢澤　琉伊

（グリーンテニスプラザ） （アクロス戸田インドアテニスクラブ） （エルヴェ） （グリーンテニスプラザ）

石井　心菜 島村　桜良 冨澤　らん 寺内　慈

（グリーンテニスプラザ） （グリーンテニスプラザ） （グリーンテニスプラザ） （Unsung Heroes)

永島　大睦 石上　樹久 山本　遥平 澤山　明樹

（戸田市スポーツセンター） （エルヴェ） （戸田市スポーツセンター） （アクロステニスアカデミー）

柴崎　ハル 濱川　咲希 中島　奈緒 前田　愛佳

（アクロステニスアカデミー） （東大宮テニスクラブ） （グロウス） （大熊テニスクラブ）

山田　浩輔 引地　孝太 佐藤　壮 堀　大輝

（プラスαテニスカレッジ） （グリーンテニスプラザ） （戸田市スポーツセンター） （戸田市スポーツセンター）

佐藤　佳奈 伊東　莉瑚 岡田　華 内山　京香

（テニスクラブNASこしがや） （テニススタジオ川口） （レイムテニスセンター）

３　　位

平成30年度　事業報告　大会結果

大    会    名
開催日

クラス
参加人数

優  　　勝 準　優　勝 ３　　位

3　　位

グランドベテラン
ミックスダブルス大会

平成30年7月8日

50歳以上
33ペア

市民体育祭
ミックスダブルス大会
平成30年7月22、29日

22日
49ペア

29日
51ペア

大    会    名
開催日

クラス
参加人数

優  　　勝 準　優　勝 ３　　位

12歳以下の部

男子
59名

女子
20名

市民選手権大会兼第38回
テニス協会ダブルス大会

ジュニアの部
平成30年8月19日

小学生
男女
4ペア

中学生
男子
3ペア

第11回初心者シングルス大会
兼3市交流大会

平成30年10月21日
女子
18名

8歳以下の部

男子
22名

女子
8名

10歳以下の部

男子
41名

第22回シングルス大会
平成31年2月10日

10歳以下の部
男子
24名

女子
9名

12歳以下の部

男子
37名

女子
10名

14歳以下の部

男子
27名

女子
6名
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　　(平成30年4月1日〜平成31年3月31日）

一　般　会　計 (単位：円)

○　収入の部 ○　支出の部

登録・承認料 1,329,500 分担金 218,000

ジュニア受講料 1,802,503 普及費 1,810,634

事業別収支差額 871,915 強化費 134,389

補助金等収入 203,000 派遣費 340,723

寄付金収入 0 大会補助 173,936

その他 23,426 管理費 1,397,203

雑収入 85

当期収入合計　（Ａ） 4,230,429 当期支出合計　（Ｃ） 4,074,885

前期繰越収支差額 8,285,835 当期収支差額　(Ａ)-(Ｃ) 155,544

収入合計  （Ｂ） 12,516,264 次期繰越収支差額(Ｂ)-(Ｃ) 8,441,379

特　別　会　計
○　収入の部 ○　支出の部

(公財)川口市スポーツ協会 国体等候補者選手

特別強化費 特別強化費

レベルアップ受講料 502,500 ジュニア選手特別強化事業 1,012,320

競技団体負担金(強化費) 98,167 指導者養成事業 168,640

特別強化費返済金 250,000

当期収入合計　（Ａ） 1,598,667 当期支出合計　（Ｃ） 1,598,667

前期繰越収支差額 0 当期収支差額　(Ａ)-(Ｃ) 0

収入合計  （Ｂ） 1,598,667 次期繰越収支差額(Ｂ)-(Ｃ) 0

平成30年度川口市テニス協会決算について上記の通りご報告致します。
会計　浅倉　光枝

998,000 167,707

平成30年度川口市テニス協会決算報告書
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　　(平成30年4月1日〜平成31年3月31日）

一　般　会　計 (単位：円)

項　目 内　容 30年度予算 実　績 増　減

年会費 536,000

入会金 15,000

登録者 753,500

ジュニア承認料 団体承認料 25,000

1,400,000 1,329,500 ▲ 70,500

普及ジュニア受講料 1,800,000 1,802,503 2,503

レベルアップ
強化ジュニア受講料

900,000 0 ▲ 900,000

2,700,000 1,802,503 ▲ 897,497

事業別収支差額 ＊別表1参照 1,000,000 871,915 ▲ 128,085

1,000,000 871,915 ▲ 128,085

一般強化費 125,000 128,000 3,000

スポーツ協会普及費 75,000 75,000 0

200,000 203,000 3,000

寄付金収入 寄付金 0 0 0

0 0 0

その他 保険返金等 0 23,426 23,426

0 23,426 23,426

雑収入 預金利息埼玉りそな・武蔵野銀行 0 85 85

0 85 85

5,300,000 4,230,429 ▲ 1,069,571

平成30年度川口市テニス協会決算報告書

ジュニア受講料 普及ジュニア
受講者の増加

レベルアップ強化
事業の見直し

登録クラブ数の減少

備　考

一般  登録料

小計　　①

収入合計（①+②+③+④+⑤+⑥+⑦）

小計　　⑦

小計　　②

小計　　⑤

参加選手への還元

小計　　③

補助金等収入

小計　　④

収
　
入
　
の
　
部

小計　　⑥

1,400,000
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　　(平成30年4月1日〜平成31年3月31日）

一　般　会　計 (単位：円)

内　容 30年度予算 実　績 増　減

埼玉県テニス協会登録料 183,000 183,000 0

スポーツ協会登録料 35,000 35,000 0

218,000 218,000 0

体育の日・講習会 60,000 36,984 ▲ 23,016

普及ジュニア用普及費 200,000 261,230 61,230

147,420

1,365,000 コーチ諸謝金

1,860,000 1,810,634 ▲ 49,366

強化練習会 - - - 特別強化費

レベルアップジュニア強化用
強化費 100,000 134,389 34,389

0

0

レベルアップ講習会 - - - 特別強化費

900,000 134,389 ▲ 765,611

都市対抗 300,000 320,593 20,593

県大会 40,000 20,130 ▲ 19,870

340,000 340,723 723

都市交歓 150,000 80,877 ▲ 69,123

川口マラソン 80,000 93,059 13,059

230,000 173,936 ▲ 56,064

会議費 総会・理事会・各委員会 300,000 153,505 ▲ 146,495

通信費 郵送料・通話料等 200,000 131,995 ▲ 68,005 メール等の利用

事務用品費 150,000 2,823 ▲ 147,177

備品費 パソコン他 150,000 43,857 ▲ 106,143

印刷製本費 総会資料他 100,000 40,000 ▲ 60,000

保険料 各大会 250,000 200,000 ▲ 50,000 大会等の傷害保険

委員会等手当 300,000 523,000 223,000

負担金支出 100,000 174,000 74,000

ＩＴ管理費 100,000 128,023 28,023 ＨＰ管理他

その他 50,000 0 ▲ 50,000

1,700,000 1,397,203 ▲ 302,797

5,248,000 4,074,885 ▲ 1,173,115

 大会用事務用品は
事業別収支に計上

普及ジュニア受講料分 1,600,000 ▲ 87,580
普及ジュニアコート代

レベルアップジュニア強化
受講料分 800,000 ▲ 800,000  特別強化費へ移行

項　目

平成30年度川口市テニス協会決算報告書

備　考

支出合計（①+②+③+④+⑤+⑥）

支
　
出
　
の
　
部

派遣費

大会補助

小計　　③

小計　　④

小計　　⑤

強化費

小計　　①

小計　　②

普及費

分担金

小計　　⑥

管
理
費
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　　(平成30年4月1日〜平成31年3月31日） 別表１
(単位：円)

収入金額 支出金額 差引金額 次年度

主 第75回会長杯春季レディースダブルス大会 285,000 155,672 129,328

主 第38回協会杯ダブルス大会 502,500 382,847 119,653

主

グランドベテランミックスダブルス大会
シングルス大会（女子Cクラス）
秋季県大会川口市予選会

180,000 131,756 48,244

リ 市民体育祭ミックスダブルス大会　※1 265,000 200,372 64,628

ス
市民選手権大会兼
第38回テニス協会ダブルス大会　※2

392,000 290,940 101,060

主 第37回協会杯シングルス大会 445,000 299,750 145,250

主 第76回会長杯秋季レディースダブルス大会 257,500 221,374 36,126

主
第11回初心者ジュニアテニストーナメント
兼3市交流初心者ジュニア大会

336,000 277,696 58,304

主 第32回協会杯チーム別対抗戦 682,500 556,760 125,740

主 第22回協会杯ジュニアシングルス大会 224,000 197,878 26,122

主 春季県大会川口市予選 20,000 2,540 17,460

合　　　　　計 3,589,500 2,717,585 871,915

主 川口市テニス協会主催

リ 川口市レクリエーション協会主催

ス 川口市スポーツ協会主催

県 埼玉県テニス協会主催

収入内の補助金等

※1　川口市スポーツ協会報償金　 15,000円を含む

※2　川口市スポーツ協会助成金　 26,000円を含む

30年度理事会の主な活動
　開　催　　　　　　日　時 　メ　モ

30年　　　9/17（月） 　　10：00〜12：30 　各委員会からの報告他

11/25（日）　 　10：00〜12：30 　上半期会計報告他

31年         2/ 2（土） 　　10：00〜12：30 　使徒不明金の精算について他

31年         3/ 2（土） 　　10：00〜11：30 　使途不明金について他

31年         4/ 7（土） 　　10：00〜12：30 　総会案件打合せ他

事業名

事業別収支明細表
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　　(平成30年4月1日〜平成31年3月31日）

特　別　会　計 (単位：円)

項　目 内　容 30年度予算 実績 増　減

1,010,000 998,000 ▲ 12,000

502,500 502,500

98,167 98,167

1,010,000 1,598,667 588,667

項　目 内　容 30年度予算 実績 増　減

　国体等候補選手 一般・ベテラン女子強化練習会 150,000 85,220 ▲ 64,780
　特別強化費 年末年始特別強化練習会 50,000 82,487 32,487

200,000 167,707 ▲ 32,293
ジュニア選手 レベルアップジュニア強化(土曜日) 260,000 179,820 ▲ 80,180
特別強化事業 832,500 832,500

260,000 1,012,320 752,320
レベルアップ講習会 150,000 146,504 ▲ 3,496
Ｃ級審判認定講習会 50,000 22,136 ▲ 27,864
　指導力向上講習会 50,000 ▲ 50,000
　指導者養成講習会 50,000 ▲ 50,000

300,000 168,640 ▲ 131,360
250,000 250,000 0 30年度返済金
250,000 250,000 0

1,010,000 1,598,667 588,667支出合計（①+②+③+④）

備　考

支
出
の
部

小計　①

小計　②

指導者養成事業

小計　③

コート代・ボール代・諸謝金

コート代・諸謝金

小計　④
特別強化費返済金

収入合計（①）

平成30年度川口市テニス協会決算報告書

備　考

収
入
の
部

(公財)川口市スポーツ協会特別強化費

競技団体負担金（強化費）

レベルアップ受講料
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2019年度川口市テニス協会事業計画

大　　会　　名 　 開催日・会場名 　 予備日・会場名
　第77回会長杯
　春季レディースダブルス大会

5/5(日)青木町公園 5/6(月祝)江川コート
　　 　江川コート
5/6(月祝)青木町公園 5/12(日)青木町公園　

　秋季県大会川口市予選会 7/7(日)青木町公園 7/14(日)青木町公園

　第38回協会杯シングルス大会

(女子Ｃクラスのみ)

　市民体育祭 7/21(日)青木町公園

　ミックスダブルス大会 7/28(日)青木町公園

8/18(日)青木町公園
　　　　江川コート
8/25(日)青木町公園

9/23(月・祝)青木町公園 9/29(日)江川コート
　　　　　　江川コート
9/29(日)青木町公園 10/6(日)青木町公園

　体育の日テニス教室 10/14(月祝)青木町公園 －

10/20(日)青木町公園 10/27(日)青木町公園
　　　　 江川コート 　　　　 江川コート

　仮）ナイスミディカップ 10/24(木)青木町公園 10/31(木)青木町公園
(8面使用)

12/8(日) 青木町公園 12/15(日)江川コート
　 　　　江川コート
12/15(日) 青木町公園 12/22(日)青木町公園

　レベルアップ講習会(4面使用) 2019/ 2/2(日) 青木町公園 －
　第23回協会杯 2/9(日) 青木町公園 2/11(火祝)青木町公園
　ジュニアシングルス大会 　　　　江川コート 　　　　 江川コート

2/11(火・祝)青木町公園 2/16(日)青木町公園
　春季県大会川口市予選会 3/1(日)江川コート 3/8(日)江川コート

　都市交歓スポーツ大会　足立区（予定） 3/20(金祝)青木町公園 －

★青木公園庭球場で開催される県主催大会、高体連大会

・春季女子連ダブルス大会 4/23(火) 予備日4/24(水) 8面使用

・埼玉県南部地区テニストーナメント　　6/8(土)、9(日)、15(日) いずれも12面使用

・2019年度第8回埼玉県国公立高等学校テニス大会　　　7/30(火）　12面使用

・2019年度埼玉県高校新人大会南部地区　　　8/16(金）　12面使用

★備考
・高校生以下の一般大会へのエントリー費は2,000円となります。

・出場選手の氏名には必ずふりがなをふって下さい。

・女子クラス別の場合Ａクラスの者で50歳を越えた場合、Ｂクラスの出場を可とします。

・春/秋県大会予選会にて県大会出場権を取得した選手は1,500円の負担金を納めて下さい。

　第38回協会杯シングルス大会

　第78回会長杯
　秋季レディースダブルス大会

10/10(木)青木町公園 10/17(木)青木町公園

　45歳以上(昭和49年12月31日以前出生)

　第33回協会杯チーム別対抗戦

　注)・大会年齢別基準

4/4(木)青木町公園 4/11(木)青木町公園

　第39回協会杯ダブルス大会

　グランドベテラン

　第12回初心者ジュニアシングルス

7/7(日)青木町公園 7/14(日)青木町公園

7/7(日)青木町公園 7/14(日)青木町公園

8/4(日)青木町公園

　50歳以上(昭和44年12月31日以前出生)

　55歳以上(昭和39年12月31日以前出生)

　60歳以上(昭和34年12月31日以前出生)

　市民選手権大会兼
　第39回テニス協会ダブルス大会

8/25(日)江川コート

9/1(日)青木町公園
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申込期間 クラス別有無 参加費 参加資格 主催・共催
一般の部
50、60歳以上
男女A,B,Cｸﾗｽ
45,55,60歳以上男子
50,60歳以上女子

5/20～5/30 2,500円 県大会予選出場資格規定該当者 川口市テニス協会

女子Cｸﾗｽのみ
A,Bｸﾗｽには出場不可

協会登録者

市内在住,在勤

一般男女 協会登録者
45,55,60歳以上男子 市内在住,在勤
50、60歳以上女子
小・中・高校生の部 2,000円 小・中・高校生
男女A,Bｸﾗｽ
男子Cｸﾗｽ
45,55歳以上男子

9月上旬受付 小学生、中学生、一般 － 川口市スポーツ協会
一般の部
50、60歳以上
小学3年生までの部
小学4年生の部      　 　(各男女) 2,000円
小学5年生の部 現金書留
小学6年生の部
60歳以上男子ダブルス　　　　　　　　　（検討中）

50歳以上、60歳以上女子ダブルス　　（検討中）

A,B2ﾁｰﾑまでエントリー可
男子S1,D2 12名まで
女子D3 12名まで
A,Bまたがることは不可
小学生、中学生、一般 協会登録者 川口市テニス協会
10歳以下(2010年1月1日生れから) 2,000円
12歳以下(2008年1月1日生れから)　(各男女) 現金書留
14歳以下(2006年1月1日生れから)

1/14～1/24 2,500円 県大会予選出場資格規定該当者 川口市テニス協会

－

都市対抗種目
一般男女S・D　45歳以上男子D・55歳以上男子D
・45歳以上女子D
交流戦種目
40歳以上男子D・50歳以上男子D・60歳以上男子D
40歳以上女子D・50歳以上女子D
ジュニア
中学男女S・高校男女S・D

－ 川口市スポーツ協会

・試合について

一般・年齢別共に4人又は4組の申込で成立とします。

表彰は優勝と準優勝が対象です。（8人・8組以下は優勝のみ）

参加賞　エントリー時にお受け取り下さい。

ニューボールの使用について　各試合はコンソレを除き、ニューボールを使用します。

大会プログラム　事前に告知が必要な為大会要項として締切、ドロー作成後にH.Pに掲載致します。

　（従来のプログラムは作成致しません。）

　ご要望の方は、事務局までメールでお知らせ下さい。

大会はO.P（オーダーオブプレー）を基準にして運営されます。(発表はH.P上試合日の2日前予定）

・川口マラソン大会　開催日2019年12月1日（日）

　川口マラソン運営協力は従来通り2,000円とします。

・秋季・春季県大会川口市予選会については参加者が少ない場合には行わない事もあります。

　その場合は選考基準を満たしている者が出場資格となります。

・各大会募集要項を再確認して下さい。
・大会についての問合せ先は下記の事務局にお願いします。

事務局　〒334-0057 埼玉県川口市安行原1646グリーンテニスプラザ内

TEL　090-6956-1719　FAX　048-295-6165 E-mail　info@tennis-kawaguchi.com

H.P https://www.tennis-kawaguchi.com/

5/20～5/30
50歳以上男子 60歳以上男子
50歳以上女子 60歳以上女子

2,500円 協会登録者 川口市テニス協会

川口市テニス協会

3/18～4/4 2,500円 協会登録者 川口市テニス協会

2/11～2/28 2,500円 協会登録者

川口市スポーツ協会

7/22～8/1 2,500円 協会登録者 川口市テニス協会

6/24～7/4
2,500円

8/26～9/5 2,500円 協会登録者 川口市テニス協会

9/2～9/12 　 川口市テニス協会

5/20～5/30 2,500円 協会登録者 川口市テニス協会

6/3～6/13
一般の部
100歳以上（ペア年齢足して）
120歳以上（ペア年齢足して）

2,500円 レクリエーション協会

12/9～12/19 　

10/21～11/1 7,500円 協会登録者 川口市テニス協会

川口市テニス協会

未定
6月末までに決定
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　　(2019年4月1日〜2020年3月31日）

一　般　会　計 (単位：円)

○　収入の部 ○　支出の部

登録・承認料 1,300,000 分担金 218,000

ジュニア受講料 1,800,000 普及費 1,835,000

事業別収支差額 800,000 強化費 100,000

補助金等収入 233,000 派遣費 320,000

寄付金収入 0 大会補助 170,000

雑収入 0 管理費 1,490,000

当期収入合計　（Ａ） 4,133,000 当期支出合計　（Ｃ） 4,133,000

前期繰越収支差額 8,441,379 当期収支差額　(Ａ)-(Ｃ) 0

収入合計  （Ｂ） 12,574,379 次期繰越収支差額(Ｂ)-(Ｃ) 8,441,379

特　別　会　計
○　収入の部 ○　支出の部

(公財)川口市スポーツ協会 国体等候補者選手

特別強化費 特別強化費

ジュニア選手特別強化事業 862,500

レベルアップ強化受講料 502,500

指導者養成事業 260,000

特別強化費返済金 250,000

当期収入合計　（Ａ） 1,642,500 当期支出合計　（Ｃ） 1,642,500

前期繰越収支差額 0 当期収支差額　(Ａ)-(Ｃ) 0

収入合計  （Ｂ） 1,642,500 次期繰越収支差額(Ｂ)-(Ｃ) 0

2019年度川口市テニス協会予算

1,140,000 270,000
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　　(2019年4月1日〜2020年3月31日）

一　般　会　計 (単位：円)

項　目 内　容 前年度予算 2019年度予算 増　減

年会費

入会金

登録者

ジュニア承認料 団体承認料

1,400,000 1,300,000 ▲ 100,000

普及ジュニア受講料 1,800,000 1,800,000

レベルアップ
強化ジュニア受講料

900,000 0

2,700,000 1,800,000 ▲ 900,000

事業収支差額 1,000,000 800,000

1,000,000 800,000 ▲ 200,000

一般強化費 125,000 128,000

スポーツ協会普及費 75,000 75,000

スポーツ協会体育の日 - 30,000

200,000 233,000 ▲ 33,000

寄付金収入 寄付金 0 0

0 0

雑収入 預金利息埼玉りそな・武蔵野銀行 0 0

0 0

5,300,000 4,133,000 ▲ 1,167,000

2019年度川口市テニス協会予算

備　考

収
　
入
　
の
　
部

一般  登録料
1,400,000

小計　　①

ジュニア受講料

小計　　②

参加選手への還元

小計　　③

補助金等収入

小計　　⑥

小計　　⑤

収入合計（①+②+③+④+⑤+⑥）

小計　　④

1,300,000

レベルアップ強化
事業の見直し
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　　(2019年4月1日〜2020年3月31日）

一　般　会　計 (単位：円)

内　容 前年度予算 2019年度予算 増　減

埼玉県テニス協会登録料 183,000 183,000

スポーツ協会登録料 35,000 35,000

218,000 218,000 0

体育の日・講習会 60,000 35,000

普及ジュニア用普及費 200,000 200,000

普及ジュニア受講料分 1,600,000 1,600,000

1,860,000 1,835,000 ▲ 25,000

強化練習会 - -

レベルアップジュニア強化用
強化費 100,000 100,000

レベルアップジュニア強化
受講料分 800,000 0

レベルアップ講習会 - -

900,000 100,000 ▲ 800,000

都市対抗 300,000 300,000

県大会 40,000 20,000

340,000 320,000 ▲ 20,000

都市交歓 150,000 80,000

川口マラソン 80,000 90,000

230,000 170,000 ▲ 60,000

会議費 総会・理事会・各委員会 300,000 200,000 ▲ 100,000

通信費 郵送料・通話料等 200,000 100,000 ▲ 100,000

事務用品費 消耗品等 150,000 30,000 ▲ 120,000

備品費 大会備品・パソコン他 150,000 50,000 ▲ 100,000

印刷製本費 総会資料他 100,000 50,000 ▲ 50,000

保険料 各大会、普及、強化等 250,000 250,000 0

諸謝金 委員会等手当 300,000 480,000 180,000

負担金支出 100,000 200,000 100,000

ＩＴ管理費 ＨＰ、メール管理等 100,000 120,000 20,000

競技団体負担金 （特別強化・強化他） 50,000 0 ▲ 50,000

その他 50,000 10,000 ▲ 40,000

1,750,000 1,490,000 ▲ 260,000

5,298,000 4,133,000 ▲ 1,165,000

小計　　⑥

支出合計（①+②+③+④+⑤+⑥）

項　目

強化費

小計　　③

派遣費

小計　　④

支
　
出
　
の
　
部

分担金

小計　　①

普及費

小計　　②

強化費に移行

2019年度川口市テニス協会予算

大会補助

小計　　⑤

管
理
費

備　考

 レベルアップ強化事
業の見直し

大会内容の見直し
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　　(2019年4月1日〜2020年3月31日）

特　別　会　計 (単位：円)

項　目 内　容 前年度予算 2019年度予算 増　減

1,010,000 1,140,000 130,000

- 502,500 502,500

1,010,000 1,642,500 632,500

項　目 内　容 前年度予算 2019年度予算 増　減

　一般特別強化練習会 75,000 80,000 5,000

　ベテラン強化練習会 75,000 120,000 45,000

　年末年始特別強化練習会 50,000 70,000 20,000

200,000 270,000 70,000

　ジュニア選手 　ジュニア特別強化 260,000 862,500 602,500

特別強化事業

260,000 862,500 602,500

　レベルアップ講習会 150,000 150,000 0

　指導力向上講習会 50,000 50,000 0

　指導者養成講習会 50,000 30,000 ▲ 20,000

　Ｃ級審判認定講習会 50,000 30,000 ▲ 20,000

300,000 260,000 ▲ 40,000

250,000 250,000 過去の返済金

250,000 250,000

1,010,000 1,642,500 632,500

　特別強化費返済金

小計　④

支出合計（①+②+③＋④）

収入合計（①）

備　考

支
出
の
部

　国体等候補選手
　特別強化費

小計　①

小計　②

　指導者養成事業

小計　③

2019年度川口市テニス協会予算

備　考

収
入
の
部

(公財)川口市スポーツ協会特別強化費

レベルアップ強化受講料
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大会出場時の服装についてのお願い 

 
 選手の方々には出場時の諸注意について常日頃、ご理解とご協力をいただいております。 

 趣旨は、お互いに気持ちのよいゲームと、対戦相手を敬うことにあります。 

 その意味では皆様のご理解をいただき感謝しております。 

 ただ、最近の大会を省みると、少なからず良識の範囲をはずれている場合があるように見受

けられます。 

 選手の皆様には改めて、『倫理規定』という面での再認識をお願いいたします。 

 服装に関しては、『テニスウェア」と規定しております。 

 テニスにふさわしい服装を前提としていただき、かつ対戦相手や周囲に不快感をおよばさな

いものを着用していただくようお願いいたします。 

 大会時にはレフェリーが規定に抵触すると判断した場合に、個別に注意をいたします。 

 それでも改善されない場合には、「失格』とすることがあります。 

 もし、ご自分のテニスウェアに関して疑問や不安がある場合は都度レフェリーに確認をして

くださるようお勧めいたします。 

 皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

 

川口市テニス協会入会要項及び入会方法 

 

１．入会申し込み受付日………上 期  １月１日～１月末日 

              下 期  ８月１日～３１日 

    ※ 但し理事会の承認のもとに受理致します。 

 

２．新たに入会したクラブがありましたら事務局に連絡してください。 

      

   事務局より入会要項をお送り致します。 

 

３．個人入会について 

   

   希望者は下記事務局宛にご連絡下さい。 

 

４．入 会 方 法………理事会の承認後、川口市テニス協会登録届及び 

            入会金（５，０００円）・年会費（８，０００円） 

            協会登録者１人につき５００円を徴収致します。 

（団体名が学校名でその学生のみの場合は無料） 

         （注）在来クラブの入会金は必要ありませんので注意して下さい。 

 

５．手続き方法……………入会金・年会費及び登録金は下記の口座に振り込んで下さい。 

            振込先   武蔵野銀行西川口支店 

            口座番号  普通 ２３１１８７ 

            宛  名  川口市テニス協会 代表者 飯塚弘道 

                    

    振込金受領書（写真可）と川口市テニス協会登録届を下記メールアドレスまでお送り

ください。数日経ってもこちらから連絡が無い場合は問い合わせ願い致します。 

     川口市テニス協会事務局 

    住所  〒334-0057 川口市安行原 1646グリーンテニスプラザ内 

     TEL    090-6956-1719 

     FAX    048-295-6165 

 Mail       info@tennis-kawaguchi.com 
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◎ポイントランキング制度について 
  

川口市テニス協会ポイント一覧表 

 

順 位 

 

大会名 

 

優 勝 

 

準優勝 

 

ベスト４ 

 

ベスト８ 

協会杯ダブルス大会（男女）  １００ ５０ ３０ １０ 

テニス協会ダブルス大会（男女） １００ ５０ ３０ １０ 

シングルス大会 （男女） １００ ５０ ３０ １０ 

春季レディース大会（女子） １００ ５０ ３０ １０ 

秋季レディース大会（女子） １００ ５０ ３０ １０ 

 

＊上記ポイントは、ダブルス・シングルスとも各自に与えられるもので大会ごとにペアを 

 変えた場合でもベスト８以上に入賞した場合にはポイントが与えられます。 

＊ポイントのかかった大会は、上記の５大会といたします。 

＊クラスの対象は、 Ａクラス・ベテランの２部門を対象といたします。 

＊上記大会でドロー数が 16 未満の場合ベスト４までが対象になります。 

このポイントランキングは、各大会のドロー作成時にシード選手の選出の資料として使用

するだけでなく、県大会川口市予選会や都市対抗、都市交歓の選手選考の資料として作成し

ております。 

 

 

 

◎強化対策について 
 

・目  的  全国・関東クラス・県上位大会の選手を中心に選手強化をする。 

・内  容  ①国体等候補者選手強化事業 

        一、全国・関東・県大会上位クラスの選手強化・指導・補助 

一、 市内在住・在勤者で 45 歳・55 歳上位クラスの選手強化・指導 

 

②ジュニアレベルアップ強化事業 

一、毎週土曜日ジュニア選手の青木町公園においての練習会・強化 

・指導・補助 

 

③指導者・審判員養成事業 

        ア．指導者養成・指導及び補助 

        イ．公認審判員・指導及び補助 

  



順 位 氏 名 春 Ｄ 秋 Ｄ シングルス 合 計

1 平 林 豊 100 100 200

2 保 土 田 優 士 100 30 130

3 永 井 祐 樹 100 100

3 永 井 宏 樹 100 100

5 鈴 木 雄 太 50 30 80

5 新 谷 紀 尚 50 30 80

7 佐 藤 喜 紀 50 50

7 小 杉 健 一 50 50

7 内 川 勇 輝 50 50

10 今 井 良 和 30 30

10 渡 辺 祥 平 30 30

10 石 田 大 地 30 30

10 中 川 仁 30 30

10 鈴 木 祥 平 30 30

10 柴 崎 信 孝 30 30

10 鈴 木 慧 史 30 30

17 山 崎 裕 也 10 10

17 秋 葉 祐 弥 10 10

17 林 法 良 10 10

17 谷 沢 克 矢 10 10

17 鍋 田 修 央 10 10

17 山 口 勝 10 10

17 時 田 努 10 10

17 石 岡 孝 三 10 10

17 山 崎 正 晴 10 10

17 中 島 義 晃 10 10

17 佐 々 木 優 斗 10 10

17 白 岩 将 也 10 10

17 齋 藤 圭 吾 10 10

17 國 分 大 河 10 10

17 藤 田 大 智 10 10

17 小 山 祐 太 10 10

17 岩 波 寛 吾 10 10

17 大 浦 信 也 10 10

17 鈴 木 太 陽 10 10

17 小 原 智 明 10 10

順 位 氏 名 秋 Ｄ シングルス 合 計

1 足 立 勝 100 100
1 増 田 久 徳 100 100

1 松 浦 規 久 哉 100 100

4 真 鍋 将 治 50 50

4 内 山 博 文 50 50

4 山 本 博 樹 50 50

7 佐 々 木 久 人 30 30
7 横 田 幸 一 郎 30 30

一 般 男 子 の 部 ポ イ ン ト ラ ン キ ン グ 表

ベ テ ラ ン 男 子 の 部 ポ イ ン ト ラ ン キ ン グ 表
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順 位 氏 名 春 季 Ｌ 秋 季 L シングルス 春 Ｄ 秋 Ｄ 合 計
1 高 岸 真 紀 子 100 10 30 100 240
2 駒 津 芳 枝 100 10 100 210
3 鈴 木 恵 美 100 50 150
3 飯 泉 友 梨 子 100 50 150
5 新 井 あ ゆ み 100 30 130
6 六 本 木 裕 美 50 30 30 110
7 平 澤 紘 子 100 100
7 家 田 彩 子 100 100
9 田 嶋 加 奈 子 50 10 60
9 栗 原 美 奈 子 50 10 60

11 井 村 千 香 代 50 50
11 諸 我 知 絵 50 50
11 諸 我 歩 実 50 50
11 宮 田 美 紀 50 50
11 高 橋 真 千 子 10 30 10 50
11 日下部由美子 10 30 10 50
17 松 村 直 美 30 10 40
17 江 面 由 紀 30 10 40
17 角 田 幸 子 30 10 40
17 小 嶋 知 子 30 10 40
21 宇 田 薫 30 30
21 鈴 木 み の り 30 30
21 神 葉 子 30 30
21 崔 恵 美 子 30 30
21 田 中 あ か ね 30 30
21 西 澤 桃 子 30 30
21 関 亦 美 智 30 30
21 田 村 優 紀 30 30
29 元 芳 真 理 子 10 10 20
29 田 川 緑 10 10 20
31 清 水 晴 美 10 10
31 山 口 晶 子 10 10
31 飯 田 洋 子 10 10
31 野 村 由 華 10 10
31 石 橋 知 佐 子 10 10
31 佐 藤 光 子 10 10
31 小 池 絵 理 10 10
31 谷 利 麻 理 子 10 10
31 榎 木 牧 子 10 10
31 中 西 忍 10 10
31 大 橋 悦 子 10 10
31 大 野 梨 香 10 10
31 吉 田 陽 子 10 10
31 平 野 未 来 10 10
31 池 田 恵 理 10 10
31 小須田 玲子 10 10

順 位 氏 名 春 D 秋 D 秋 季 L 合 計
1 宇 田 薫 100 100 200
2 三好 由紀子 100 100
2 松 村 直 美 100 100
2 青 山 裕 子 100 100
2 福 田 孝 子 100 100
6 阿部 寿美子 30 50 80
6 本多 奈保子 30 50 80
8 下 澤 恵 美 50 50
8 関 史 子 50 50
8 鈴 木 康 子 50 50
8 横 川 弥 生 50 50

12 寺 門 恵 子 30 30
12 木 下 良 子 30 30
12 清 水 香 30 30
12 新 藤 法 子 30 30
12 服 部 博 美 30 30
12 石 井 久 美 30 30
12 牧 野 美 幸 30 30
12 長谷川 美奈子 30 30
12 奈良 百合子 30 30
12 青柳 美千代 30 30

一 般 女 子 の 部 ポ イ ン ト ラ ン キ ン グ 表

ベ テ ラ ン 女 子 の 部 ポ イ ン ト ラ ン キ ン グ 表
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○全国クラス大会

大会名 主催 開催日 出場選手又はチーム名 種別及び成績

全日本ベテランテニス選手権 日本テニス協会
Ｈ30.
10/1～9

浅井　正之 ベスト16(45歳以上男子Ｄ）

○関東クラス大会

大会名 主催 開催日 出場選手又はチーム 種別及び成績

第92回関東オープンテニス選手権ベテランの部 関東テニス協会
H30.
5/14～27

長谷川　孝司 ベスト８（５０歳以上男子D）

第92回関東オープンテニス選手権ベテランの部 関東テニス協会
H30.
5/14～27

輿石　龍児 ベスト８（５０歳以上男子D）

○ 県クラス大会

大会名 主催 開催日 出場選手又はチーム 種別及び成績

埼玉県ベテラン春季テニス選手権 埼玉県テニス協会
H30.
3/24～4/14

長谷川　孝司
ベスト４（50歳以上男子S）
優勝（50歳以上男子D）

埼玉県ベテラン春季テニス選手権 埼玉県テニス協会
H30.
3/24～4/14

清水　英也 優勝（50歳以上男子D）

埼玉県ベテラン春季テニス選手権 埼玉県テニス協会
H30.
3/24～4/14

松村　直美 優勝（50歳以上女子D）

埼玉県ベテラン春季テニス選手権 埼玉県テニス協会
H30.
3/24～4/14

土屋　正之 ベスト４（65歳以上男子S）

埼玉県ベテラン春季テニス選手権 埼玉県テニス協会
H30.
3/24～4/14

岡　隆次郎 ベスト８（70歳以上男子S）

埼玉県ベテラン春季テニス選手権 埼玉県テニス協会
H30.
3/24～4/14

柿原　健一郎 準優勝（75歳以上男子S）

埼玉県実業団春季テニス選手権大会
男子1部リーグ

埼玉県テニス協会
H30.
5/5～6/24

川口市役所 4位

埼玉県ベテラン秋季テニス選手権 埼玉県テニス協会
H30.
8/26～9/9

松浦　規久哉 準優勝（60歳以上男子S）

埼玉県ベテラン秋季テニス選手権 埼玉県テニス協会
H30.
8/26～9/9

浅井　正之 優勝（45歳以上男子D）

埼玉県ベテラン秋季テニス選手権 埼玉県テニス協会
H30.
8/26～9/9

輿石　龍児 優勝（45歳以上男子D）

埼玉県実業団秋季テニス選手権大会
男子2部リーグ

埼玉県テニス協会
H30.
10/20～11/17

川口市役所 優勝

○ 国際大会

大会名 主催 開催日 出場選手又はチーム 種別及び成績

ITF Incheon Women's
Challenger

 Yeorumul
Tennis Courts

H30.
5/14～20

輿石　亜佑美 ベスト32（女子S）

ITF Changwon Women's Challenger
Changwon
Municipal

Tennis Court

H30.
5/21～27

輿石　亜佑美 ベスト32（女子S）

SINGAPORE ITF WOMEN'S CIRCUIT WC1
 KALLANG

TENNIS CENTRE
H30.
6/4～10

輿石　亜佑美 ベスト32（女子S）

Prudential Hong Kong
Women's Circuit 15K

Victoria Park
Tennis

Stadium

H30.
7/9～15

輿石　亜佑美
ベスト4（女子S）
ベスト４（女子D）

Formosa Cup Taipei Tennis Center
H30.
7/23～29

輿石　亜佑美 ベスト16（女子S）

ITF Pro Circuit 2018 Presented by SAT
The National Tennis
Development Center

H30.
8/6～8/12

輿石　亜佑美 ベスト32（女子S）

Noto Wakura International
Women's Open Tennis 2018

 Wakura Onsen
Athletic Park

H30.
8/27～9/2

輿石　亜佑美
ベスト16（女子S）
ベスト8（女子D）

Gosen Cup
Swingbeach Int'l Ladies Open

Shizunami
Resort

Swing Beach

H30.
10/8～14

輿石　亜佑美 ベスト16（女子S）

Hamanatsu Mikkabi ITF Women's Circuit
Hamanako

Tokyu
Sunny Park

H30.
10/15～21

輿石　亜佑美 ベスト32（女子S）

RAFA NADAL ACADEMY
By MOVISTAR WOMEN'S I

Rafa Nadal
Academy by

Movistar

H31.
1/21～27

輿石　亜佑美
ベスト8（女子S）
ベスト16（女子D）

RAFA NADAL ACADEMY
By MOVISTAR WOMEN'S Ⅱ

Rafa Nadal
Academy by

Movistar

H31.
1/28～2/3

輿石　亜佑美
ベスト16（女子S）
ベスト16（女子D）

CALVIA ITF WORLD TENNIS TOUR
VILAS TENNIS

ACADEMY
H31.
2/4～10

輿石　亜佑美
ベスト16（女子S）
ベスト8（女子D）

Shymkent ITF International
Tournament

 National Tennis
Center

H31.
2/19～24

輿石　亜佑美 ベスト16（女子S）

2019 ITF WTT W15 Xiamen
Xiamen Sports
Center Tennis

Courts

H31.
3/19～24

輿石　亜佑美
ベスト8（女子S）
ベスト16（女子D）

平成30年度　全国・関東・県大会結果(一般の部・成年の部・川口市在住・在勤者）
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○ 国際大会

大会名 主催 開催日 出場選手又はチーム 種別及び成績

ITF China Junior 11 H30.6/26～7/1 伊藤　汐里 ベスト8　シングルス

ITF China Junior 12 H30.7/3～7 伊藤　汐里 ベスト16　シングルス

Dunlop Srixon Japan Open Junior
Tennis Championships 2018

日本テニス協会 H30.10/23～28 伊藤　汐里
ベスト16　シングルス
ベスト16　ダブルス

2018 Seogwipo Asia/Oceania
Closed Junior Championships (B1)

H30.11/5～11 伊藤　汐里
ベスト32　シングルス
ベスト16　ダブルス

Ai Sugiyama Cup
ITF Junior Kanagawa Open

パーム
インターナショナル
テニス・アカデミー

H30.11/20～25 伊藤　汐里
ベスト32　シングルス
ベスト16　ダブルス

Bridgestone Tecnifibre Tour 2018
ITF

Former Papas
Tennis Club H30.11/28～12/2 伊藤　汐里

優勝　シングルス
ベスト8　ダブルス

China Junior 4
Shenzhen

International
Tennis Center

H31.2/26～3/2 伊藤　汐里
ベスト16　シングルス
ベスト8　ダブルス

○全国クラス大会

大会名 主催 開催日 出場選手又はチーム名 種別及び成績

MUFGジュニアテニストーナメント 日本テニス協会 H30.4/10～14 小島　彩那 ベスト16（女子S）

全日本ジュニアテニス選手権 日本テニス協会 H30.8/8～17 伊藤　汐里 ベスト16（U16女子S)

全日本ジュニアテニス選手権 日本テニス協会 H30.8/8～17 早川　エレナ ベスト32（U18女子S)

全日本ジュニアテニス選手権 日本テニス協会 H30.8/8～17 風間　菜花 ベスト16（U14女子D)

全国中学生テニス選手権大会 日本テニス協会 H30.8/21～24 時岡　宏斗 ベスト16

全国中学生テニス選手権大会 日本テニス協会 H30.8/21～24 矢崎　斗弥 ベスト32

全国中学生テニス選手権大会 日本テニス協会 H30.8/21～24 杉本　耕基 ベスト32

全国中学生テニス選手権大会 日本テニス協会 H30.8/21～24 川口市立小谷場中学校 ベスト4

U-15全国選抜ジュニアテニス選手権大会 日本テニス協会 H30.10/30～11/4 時岡　宏斗 ベスト32

○関東クラス大会

大会名 主催 開催日 出場選手又はチーム 種別及び成績

関東ジュニアテニス選手権 関東テニス協会 H30.7/14～19 早川　エレナ ベスト8（U18女子S）

関東ジュニアテニス選手権 関東テニス協会 H30.7/14～19 伊藤　汐里 優勝（U16女子S）

関東ジュニアテニス選手権 関東テニス協会 H30.7/14～19 風間　菜花 準優勝（U14女子D）

関東ジュニアテニス選手権 関東テニス協会 H30.7/14～19 大出　司 ベスト8（U12男子D）

関東ジュニアテニス選手権 関東テニス協会 H30.7/14～19 畑　泰成 ベスト8（U12男子D）

関東高等学校テニス大会 兼
第71回関東高等学校テニス選手権大会

関東テニス協会 H30.6/9～11 早川　エレナ ベスト8　シングルス

関東中学生テニス選手権大会 関東テニス協会 H30.8/3～6 時岡　宏斗 ベスト8　シングルス

関東中学生テニス選手権大会 関東テニス協会 H30.8/3～6 矢崎　斗弥 ベスト16　シングルス

関東中学生テニス選手権大会 関東テニス協会 H30.8/3～6 杉本　耕基 ベスト16　シングルス

関東中学生テニス選手権大会 関東テニス協会 H30.8/3～6 伊藤　菖 ベスト8　ダブルス

Ｕ-15全国選抜ジュニア
（中牟田杯）関東予選大会

関東テニス協会 H30.9/8～10 杉本　耕基 ベスト16　シングルス

Ｕ-15全国選抜ジュニア
（中牟田杯）関東予選大会

関東テニス協会 H30.9/8～10 時岡　宏斗 ベスト16　シングルス

平成30年度　国際・全国・関東・県大会結果(川口市ジュニアの部）
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○ 県クラス大会

大会名 主催 開催日 出場選手又はチーム 種別及び成績

埼玉県ジュニアテニス選手権大会 埼玉県テニス協会 H30.3/4～4/2 早川　エレナ ベスト4（U18女子S)

埼玉県ジュニアテニス選手権大会 埼玉県テニス協会 H30.3/4～4/2 早川　エレナ ベスト8（U18女子D)

埼玉県ジュニアテニス選手権大会 埼玉県テニス協会 H30.3/4～4/2 時岡　宏斗 ベスト16（U16男子S）

埼玉県ジュニアテニス選手権大会 埼玉県テニス協会 H30.3/4～4/2 矢崎　斗弥 ベスト16（U16男子S）

埼玉県ジュニアテニス選手権大会 埼玉県テニス協会 H30.3/4～4/2 杉本　耕基 ベスト16（U16男子S）

埼玉県ジュニアテニス選手権大会 埼玉県テニス協会 H30.3/4～4/2 時岡　宏斗 ベスト16（U16男子D）

埼玉県ジュニアテニス選手権大会 埼玉県テニス協会 H30.3/4～4/2 山田　滉葵 ベスト16（U16男子D）

埼玉県ジュニアテニス選手権大会 埼玉県テニス協会 H30.3/4～4/2 伊藤　汐里 ベスト4（U16女子S)

埼玉県ジュニアテニス選手権大会 埼玉県テニス協会 H30.3/4～4/2 小島　彩那 ベスト16（U16女子S)

埼玉県ジュニアテニス選手権大会 埼玉県テニス協会 H30.3/4～4/2 加藤　英佳 ベスト8（U16女子S)

埼玉県ジュニアテニス選手権大会 埼玉県テニス協会 H30.3/4～4/2 伊藤　汐里 準優勝（U16女子D)

埼玉県ジュニアテニス選手権大会 埼玉県テニス協会 H30.3/4～4/2 加藤　英佳 準優勝（U16女子D)

埼玉県ジュニアテニス選手権大会 埼玉県テニス協会 H30.3/4～4/2 小島　彩那 ベスト8（U16女子D)

埼玉県ジュニアテニス選手権大会 埼玉県テニス協会 H30.3/4～4/2 石井　尭乃進 ベスト8（U14男子S)

埼玉県ジュニアテニス選手権大会 埼玉県テニス協会 H30.3/4～4/2 池田　凌成 ベスト8（U14男子S)

埼玉県ジュニアテニス選手権大会 埼玉県テニス協会 H30.3/4～4/2 早川　宗登 ベスト8（U14男子S)

埼玉県ジュニアテニス選手権大会 埼玉県テニス協会 H30.3/4～4/2 早川　宗登 ベスト8（U14男子D)

埼玉県ジュニアテニス選手権大会 埼玉県テニス協会 H30.3/4～4/2 石井　尭乃進 ベスト8（U14男子D)

埼玉県ジュニアテニス選手権大会 埼玉県テニス協会 H30.3/4～4/2 小川　知紗 ベスト8（U14女子S)

埼玉県ジュニアテニス選手権大会 埼玉県テニス協会 H30.3/4～4/2 風間　菜花 ベスト8（U14女子S)

埼玉県ジュニアテニス選手権大会 埼玉県テニス協会 H30.3/4～4/2 風間　菜花 優勝（U14女子D)

埼玉県ジュニアテニス選手権大会 埼玉県テニス協会 H30.3/4～4/2 小川　知紗 ベスト8（U14女子D)

埼玉県ジュニアテニス選手権大会 埼玉県テニス協会 H30.3/4～4/2 増川　日和 ベスト8（U14女子D)

埼玉県ジュニアテニス選手権大会 埼玉県テニス協会 H30.3/4～4/2 山口　結子 ベスト8（U14女子D)

埼玉県ジュニアテニス選手権大会 埼玉県テニス協会 H30.3/4～4/2 上山　湊平 ベスト16（U12男子S）

埼玉県ジュニアテニス選手権大会 埼玉県テニス協会 H30.3/4～4/2 大出　司 ベスト8（U１２男子S）

埼玉県ジュニアテニス選手権大会 埼玉県テニス協会 H30.3/4～4/2 大出　司 準優勝（U１２男子D）

埼玉県ジュニアテニス選手権大会 埼玉県テニス協会 H30.3/4～4/2 畑　泰成 準優勝（U１２男子D）

埼玉県ジュニアテニス選手権大会 埼玉県テニス協会 H30.3/4～4/2 上山　湊平 ベスト4（U１２男子D）

埼玉県ジュニアテニス選手権大会 埼玉県テニス協会 H30.3/4～4/2 上山　峻平 ベスト4（U１２男子D）

埼玉県ジュニアテニス選手権大会 埼玉県テニス協会 H30.3/4～4/2 市岡　梓奈 ベスト16（U12女子S）

埼玉県ジュニアテニス選手権大会 埼玉県テニス協会 H30.3/4～4/2 高橋　康晟 ベスト16（U16男子D）

埼玉県ジュニアテニス選手権大会 埼玉県テニス協会 H30.3/4～4/2 伊藤　菖 ベスト16（U１４女子S）

埼玉県ジュニアテニス選手権大会 埼玉県テニス協会 H30.3/4～4/2 伊藤　菖 準優勝（U１４女子D）

埼玉県ジュニアテニス選手権大会 埼玉県テニス協会 H30.3/4～4/2 石丸　愛海香 ベスト4（U16女子D）

学校総合体育大会県大会 埼玉県教育委員会 H30.5/29～30 時岡　宏斗 ベスト4　シングルス

学校総合体育大会県大会 埼玉県教育委員会 H30.5/29～30 矢崎　斗弥 ベスト16　シングルス

学校総合体育大会県大会 埼玉県教育委員会 H30.5/29～30 矢崎　斗弥 優勝　ダブルス

学校総合体育大会県大会 埼玉県教育委員会 H30.5/29～30 杉本　耕基 ベスト8　シングルス

学校総合体育大会県大会 埼玉県教育委員会 H30.5/29～30 高橋　康晟 ベスト8　シングルス

学校総合体育大会県大会 埼玉県教育委員会 H30.5/29～30 高橋　康晟 ベスト16　ダブルス

学校総合体育大会県大会 埼玉県教育委員会 H30.5/29～30 藤由　蓮矢 ベスト16　ダブルス

学校総合体育大会県大会 埼玉県教育委員会 H30.5/29～30 遠藤　隆馬 ベスト16　ダブルス

学校総合体育大会県大会 埼玉県教育委員会 H30.5/29～30 岡田　裕之助 ベスト16　ダブルス

学校総合体育大会県大会 埼玉県教育委員会 H30.5/29～30 野口　説亜 ベスト16　ダブルス

学校総合体育大会県大会 埼玉県教育委員会 H30.5/29～30 石丸　愛海香 ベスト16　シングルス

学校総合体育大会県大会 埼玉県教育委員会 H30.5/29～30 伊藤　菖 ベスト8　シングルス

学校総合体育大会県大会 埼玉県教育委員会 H30.5/29～30 石丸　愛海香 ベスト4　ダブルス

学校総合体育大会県大会 埼玉県教育委員会 H30.5/29～30 伊藤　菖 ベスト4　ダブルス
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ジュニアレッスン規程 
 

◎ジュニアレッスン（普及）（普及事業） 
 

 

目 的  少年少女達にテニスを通じて、スポーツの楽しさ、喜びを学ばせると

ともに、発育期における健全な精神を育むことを目的としております。 

日 時  毎週日曜日 午前７時１５分～午前８時４５分 

      但し、大会にあたる日は時間短縮、あるいは中止にする場合がありま 

す。 

場 所  青木町公園庭球場 ６～ １２番コート（砂入り人工芝コート） 

会 費  ７,５００円／6ヶ月（4～9月期・10～3月期） 

各期 1ヵ月前に前納する事。 

 

 

◎レベルアップジュニア強化（ジュニア強化事業） 
 

目 的   テニスの素質と共に大会出場に意欲のある児童、さらに保護者は協

会事業に積極的に協力する事。対象は小中学生。 

日 時   毎週土曜日 AM6：45～8：45  クラス編成有り 

       但し悪天候、大会行事により中止される場合があります。 

       （ホームページ掲載予定） 

コーチ   篠田裕子・奥村悟司・田中芳郎 

場 所   青木町公園テニス場（砂入り人工芝コート） 

会 費   7,500 円／3ヶ月（4～6月期・7～9月期・10～12月期・1～3月期） 

各期 1ヵ月前に前納する事。 

面 接   各期 1ヵ月前 第１土曜日 

 

 

 

問合せ先 川口市テニス協会事務局 

〒334-0057 川口市安行 1646グリーンテニスプラザ内 

      TEL 048-295-6000  FAX 048-295-6165 

     メールアドレス info@tennis-kawaguchi.com 
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専門委員会規程 

（目的） 

第 1条 この規定は、本協会会則第 8条・第 19条に基づき専門委員会（以下委員会という）に関し、 

必要な事項を定めることを目的とする。 

（委員会の種類） 

第 2条 委員会は次の通りとする。（別添 概略の組織図）但し必要がある場合、理事会の承認を得て変

更することができる。 

① 会計・総務委員会 

② 競技委員会 

③ 普及・強化委員会 

④ ジュニア委員会 

（委員会の職務） 

第 3条 委員会の職務区分は別表にて表記する。尚、委員長は理事とし、その職務を果す。 

（委員会役員の選出） 

第 4条 委員会に委員長及び副委員長並びに委員若干名を置く。 

 ２ 委員長は理事会で候補者を選出し、会長が委嘱する。 

 ３ 副委員長は委員の互選により選出し、会長が委嘱する。 

４ 委員は理事の中から理事長の推薦により、会長が委嘱する。但し理事長の推薦により理事  

以外の有識者等を会長が委嘱することができる。 

（会長・副会長・理事長・副理事長の職務権限） 

第 5条 会長・副会長・理事長・副理事長は随時委員会に出席して意見を述べることができる。 

（委員長の職務） 

第 6条 委員長は該当委員会の会務を統括する。 

 ２ 副委員長は委員長を補佐し、委員長不在の時はその職務を代行する。 

（委員会の招集） 

第 7条 委員長は必要と認める場合、理事長の承認を得て委員会を招集しその議長となる。 

 ２ 理事長は必要と認める場合、委員会を招集することができる。 

（委員の任期） 

第 9条 委員の任期は役員の任期に準ずる。補欠として選任された委員の任期は前任者の残任期間と 

する。 

平成 30年 4月 1日 一部改正 

平成 31年 4月 1日 一部改正 



専門委員会規程第3条関係

主な部会 主な職務
会計・総務委員会
委員長　　浅倉　光枝 会計部会 予算・決算に関する事
副委員長　榊田　克美 協会登録費、エントリー費等の管理に関する事
委員 総務部会 会議等に関するや事やその他一般的な事

広報部会 ＨＰや会員への連絡等に関する事

競技委員会 大会運営部会 大会の企画・運営等に関する事
委員長　　宮村　和男 部会長　宮村和男 県・市及び近隣地域との大会日程等の調整に関する事
副委員長　飯塚　義弘 副部会長　飯塚義弘 県主催大会のサポートや県大会予選会などの運営等
委員 に関する事

普及・強化委員会 イベント運営部会 一般の普及やイベント（体育の日テニス教室・川口マラソン
委員長　小磯　慎治 部会長　小磯慎治 の協力）等に関する事
副委員長　奥村　悟司 強化部会 一般の強化（選手選考や強化練習等）に関する事
副委員長　小磯　恵子 部会長　奥村悟司
委員 指導部会 指導者の育成に関する事

指導者講習会の開催に関する事
審判部会 審判員の育成に関する事

部会長　小磯恵子 主催、主管大会への審判員の派遣等に関する事
ジュニア委員会 普及ジュニア部会 ジュニアの普及及び普及ジュニアクラスに関する事
委員長　田中　芳郎 部会長　鈴木慧史
委員 強化ジュニア部会 ジュニアの強化及び強化ジュニアクラスに関する事

部会長　田中芳郎
Ｊｒ大会運営部会 ジュニア大会の企画、運営等に関する事

部会長　宮村和男
Ｊｒ指導者部会 ジュニア指導者の育成に関する事

特別委員会 特別強化費に関する事
齊藤　光司 会則・規則・規程等の見直し及び改正案の作成

事務局 加盟団体及び会員との連絡に関する事
局長　飯塚　義弘 県・市・との会議等の連絡に関する事
城定佑 大会、事業等の広報と通知、連絡に関する事

監事・監査 会計・監査
佐藤　充 南　美智江

役職 氏名

会長 飯塚　弘道
副会長 齊藤　光司
理事長 田中　芳郎
副理事長 小磯　慎治
副理事長 浅倉　光枝
理事 飯塚　義弘
理事 奥村　悟司
理事 小磯　恵子
理事 榊田　克美
理事 鈴木　慧史
理事 宮村　和男
監事・監査 佐藤　充
監事・監査 南　美智江

会計 浅倉　光枝
会計 榊田　克美

事務局長 飯塚　義弘
事務局 城定　佑

2019年度協会役員

浅倉光枝　飯塚義弘
奥村悟司　小磯恵子
小磯慎治　榊田克美
宮村和男　鈴木慧史

専門委員会名

飯塚義弘　奥村悟司
小磯恵子　小磯慎治
田中芳郎　宮村和男

浅倉光枝　奥村悟司
小磯恵子　小磯慎治
榊田克美　田中芳郎

浅倉光枝　飯塚義弘
榊田克美　田中芳郎
宮村和男
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川口市テニス協会会則
会則はこの協会の真摯なる会員活動を円滑に行い、且つ公平に秩序ある運営を図る事とする。

名称及び事務所

第１条 本会は川口市テニス協会と称する。

第２条 本会の事務局は会長指定の所に置く。

目的及び事業

第3条 本会は主に川口市内におけるテニス競技の普及・発展、競技力の向上の為、平滑な運営

を行うと共に、会員相互の親睦を図り、心身の健全なる育成に寄与することを目的とする。

第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

（１）各種テニス大会の開催

（2）テニスに関する講習会並びに教室の開催（ジュニア指導含）

（3）その他目的達成に必要な諸活動

第5条

（1）主に川口市内の団体・及び総会で認めた団体。

（2）主に川口市内に所在する中学校並びに高等学校テニス部。

（3）主に川口市内に在住する18歳までのジュニア。

（4）主に川口市内に在住又は在勤する個人及び川口市の住民票のある者

但し、個人の場合には理事会の承認が必要となる。

（5）個人のジュニアは必要に応じ当協会ジュニア所属となる。

第6条 登録は理事会において議決し、承認する。

第7条 理事会及びその役職

組織図参照

第8条 この会に次の役員を置く。

会長（1名）、副会長（若干名）、理事長（1名）、副理事長（若干名）

理事（約10名）、会計（2名）、監事（2名）

各委員長を理事とする。委員会は専門委員会規程に準ずる。

外に名誉会長、顧問、参与、相談役を置くことができる。

第9条 役員の選出並びに職務については次のとおりとする。

（１）会長・副会長は理事会で選出する。

（2）会長は本会を代表し、その会務を総理する。

(3)副理事長・理事は兼任できる。

（4）副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理する。

（5）理事長・副理事長は理事会で選出する。

（6）理事長は会務の執行を統括する。

（7）副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時はその職務を代理する。

（8）新理事は理事会に於いて候補者を選出し、会長が委嘱する。

（9）会計は理事会において選出し、会計事務を執行する。

（10）監事は理事会で選出し、会計を監査する。

（11）会長は理事若干名を推薦できる。

第10条 役員の任期は2年とする。

（１）役員の任期満了後も後任者が決定するまで会務に従事する。

（2）補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

第 4 章 役 員

第 1 章

第 2 章

第 3 章 組 織

本会は次のものをもって組織する。
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会議
第11条 本会の会議は総会、理事会、クラブ代表者会とする。

第12条 総会はクラブ代表及び理事（各委員長）以上をもって構成する。

第１3条 総会は会長が招集し、議長となる。但し、役員の3分の2以上から開催の請求がなされたときは

臨時に総会を開催する。

第14条 総会は次の事項を議決する。

（１）事業計画

（2）収支予算及び決算（貸借対照表）

（3）規約の改廃

（4）役員の承認

（5）その他本会運営上必要な事項

第15条 理事会は会長・理事長・理事（各委員長）及び会長推薦理事により構成する。

第１6条 理事会は会長が招集し、議長となる。

理事会は会務の執行に関し必要に応じて開くことができる。

第17条 理事会は次の事項を審議する。

（１）各委員会及び団体代表から委任されたこと。

（2）緊急事項。

（3）その他本会運営上必要な事項。

第18条 会議の議決は出席者の過半数の同意を必要とする。可否同数の場合は議長がこれを決する。

前項の規程にかかわらず第２３条に規定する会員の除名の場合には出席者の3分の2以上の

同意を必要とする。

第19条 本会の業務を円滑に遂行する為に専門委員会を設ける。

専門委員会の運営に関し必要な事項は理事会において別に定める。

専門委員会には理事会の承認を得て学識経験者等を当てることができる。

資産及び会計

第20条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第21条 本会の資産及びその関連は次に掲げるものをもって構成する。

（１）入会金/年会費/登録費

（2）大会参加費（事業計画に基づく）

（3）各承認料

（4）各授業料（レッスン規程に基づく）

（5）会計管理は銀行・信用金庫・郵貯とする

（6）上部団体からの強化資金

（7）その他の収入及び什器備品IT化に伴うコンピューター機器等

（8）各事業促進の為の責任担保の付与

第22条 会員は次の会費を会の指定する口座に納付しなければならない。（第3章組織参照）

一切を金融機関決済とし、その入金は総務会計で確認、事務局に通知される。
入会金 １単位クラブ：5,000円

年会費 １単位クラブ：8,000円

登録費 団体個人：　　　500円

＜ジュニア＞ 一般 承認料 １単位クラブ：5,000円

＜ジュニア＞ レッスン 普及授業料（会費） 支払6ヶ月毎

レベルアップ強化授業料（会費） 支払3ヶ月毎

会費についてはジュニア規程に準ずる

年会費 2000円

登録費 2000円

（1）納付期限は入会金/年会費は毎年3月末・中間9月末に一括納入とする。

中学校及び高等学校の課外活動としてのテニス部は会費の全額を免除する。

（2）上部団体の埼玉県テニス協会への登録

上記会員は同協会へ登録申請がなされる。

（3）個人会員は原則的に理事会の承認が必要となる。さらに随時受付され、会費の納付後、

約1ヵ月後に登録される。尚、会員登録期間はその年度の4/1～翌3/31までとする。

（4）ジュニアクラブの生徒（13歳以上）は一般の大会へ出場可能とする。

第 5 章

第 6 章

＜一般＞

＜個人＞
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第23条 本会の会員は次の理由によってその資格を失う。

（1）退会の届出

（2）単位クラブ、同好会の解散

（3）会費の未納

（4）除名の決議

（5）その他不正行為（いかなるハラスメントも含まれる）が特定された場合

第24条 会員が所定の会費を納付しないとき、又は本会の対面を傷つけ、又は趣旨に

反する行為があったときは理事会の決議により除名・除籍することができる。

第25条 資産は理事会の議決に基づいて会計がこれを管理する。

第26条 罰則規程・特別委員会の設置

協会の運営上明らかに過失が認められ運営が円滑に進められない場合又は、理事会に

設置の申し入れが要望され、可決した場合にその調査を目的にこの委員会が設置される。

その場合報告書は必要に応じて総会にて報告される。

この委員長選任は理事長・会長の承諾が必要となる。

第27条 上部団体・各スポーツ団体との交流と連携

本会の主旨に従い、埼玉県テニス協会・公益財団法人川口市スポーツ協会との連携及び

各スポーツ団体との交流を推進する。

第28条 インターネットの活用（ＩＴ化）
会員登録は代表又は代行のメールアドレスを必須とし、その通知・大会エントリー・募集・大会要項

・その他・会員の意見等、ホームページ上のメールで行い、理事会・事務局との疎通を計り協会の

運営が円滑に行われる事を目的とする。尚、各団体には主にメール交信とするが、移行期間の特

例としてFAX交信を認める場合もある。

負担金の償還について
第29条 経費について

事業推進に係る役員手当等支給規程に準じ、活動費として精算される。

情報公開及び個人情報の保護
第30条 （1）本会は公正で開かれた活動を推進する為に、その活動状況・運営内容・財務資料等

を随時公開する用意がある。

（2）情報公開に関する事項は理事会の決議により別に定める。

第31条 本会は業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

（細則）本会則の執行に必要な細則は理事会で別に定める。

（施行期日）この会則は昭和56年3月10日から施行する。

（規約改正）平成23年4月29日一部改正。

（規約改正）平成30年4月1日一部改正。

第8条及び第9条（３）平成31年4月1日一部削除。

第 8 章

第 7 章

付　則

付　則

付　則

付　則

付　則
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チームコード チーム名 代表者 担当部会

03 青木テニスクラブ 榊田 克美 大会運営部会

04 アバンタージュテニスクラブ 山口 利美 大会運営部会

05 アプリコット 奥田 喜代子 大会運営部会

07 Ambitious 加藤 寛子 審判部会

08 イーグルサム 市川 雄一 ｼﾞｭﾆｱ大会運営部会

09 インパクト 増村 すみえ ｼﾞｭﾆｱ大会運営部会

12 ウエストヒルズ 平木 美記子 大会運営部会

13 ウルトラM 佐藤 喜紀 強化部会

18 ｆ２ 松村 晃子 大会運営部会

19 エムズ（M'ｓ） 木村 欣司 強化部会

22 川口市役所　テニス部 村田 智史 強化部会

27 北スポーツセンターテニスクラブ 土田 利男 大会運営部会

28 キャロ 増岡 喜代美 審判部会

30 クィーンズドームテニススクール 栗原 昌枝 ｲﾍﾞﾝﾄ運営部会

31 グリーンテニスプラザ 飯塚 弘道 ｼﾞｭﾆｱ大会運営部会

33 SAITEC　テニス部 南部 洋平 大会運営部会

34 South fields. 田中 佐知子 強化部会

35 佐藤牧場 佐藤 和仁 強化部会

38 芝SCテニスクラブ 杉本 正行 強化部会

40 ジョイフル 齊藤 真紀 ｲﾍﾞﾝﾄ運営部会

42 昴テニスクラブ 世代 梅子 大会運営部会

43 スピード２０ 伊東 弘美 審判部会

44 スマイル 太田 章 大会運営部会

45 千雀庭球一門会 清水 千津 ｲﾍﾞﾝﾄ運営部会

48 チーム二朗 小林 亨弘 審判部会

49 TEAM HERO×HERO 伊藤 範明 大会運営部会

50 チームyukino 戸田 国弘 大会運営部会

51 TEAM ONE DO 田熊 和宏 審判部会

52 チャレンジャーズ 菊池 茂 審判部会

54 D.T.X 佐藤 光一 大会運営部会

58 テニススタジオ川口 河合 幸治 ｼﾞｭﾆｱ大会運営部会

59 VITA 石橋 由江 大会運営部会

60 ドナルド・ダック 筆谷 昌人 大会運営部会

61 中青木テニスクラブ 酒井 昇 審判部会

63 西川口テニスクラブ 飯田 健司 強化部会

64 西公民館硬式テニスクラブ 浅倉 光枝 ｲﾍﾞﾝﾄ運営部会

65 ノースグリーンテニスクラブ 高橋 京子 大会運営部会

66 HUSH 横山 さゆり ｼﾞｭﾆｱ大会運営部会

67 ？（ＨＡＴＥＮＡ）Ｊ・Ｆ 内田 三男 審判部会

68 ダンロップ川口インドアテニス 富樫 亮 審判部会

72 VICTORY 井上 由起 大会運営部会

73 ファーシールズ 奥村 悟司 強化部会

74 ファイン 宮井 和義 大会運営部会

75 フォーシーズンT3 山川 保夫 強化部会

76 VOSS 佐久間 高透 強化部会

77 FRIDAY'S 水道 英子 大会運営部会

79 NSK 中川 仁 審判部会

80 三田テニスクラブ 宮村 和男 ｼﾞｭﾆｱ大会運営部会

82 メリーテニスクラブ 阿出川 久美子 大会運営部会

83 ライズ 小泉 一明 大会運営部会

85 Y・Yテニスクラブ 山本 美千子 大会運営部会

86 ストイックス 上野 茂樹 大会運営部会

87 Copain（コパン） 飯村 純子 審判部会

88 Tone 小野 満里子 審判部会

90 KAWATAKA 府川 文武 ｼﾞｭﾆｱ大会運営部会

91 ウインズ 釣部 高司 ｼﾞｭﾆｱ大会運営部会

92 LT5 上治 直樹 ｲﾍﾞﾝﾄ運営部会

93 Team ZERO 小磯 慎治 ｲﾍﾞﾝﾄ運営部会

94 GSF 田村 優紀 ｲﾍﾞﾝﾄ運営部会

95 Aster 樋口 和也 大会運営部会

97 チームSalt 塩野谷 慎吾 ｲﾍﾞﾝﾄ運営部会

99 JTP 青木 勇気 大会運営部会

100 OMYTC 秋山 啓司 ｲﾍﾞﾝﾄ運営部会

101 ability 氷室 賢治 ｲﾍﾞﾝﾄ運営部会

106 木村☆農場 美原 隆 強化部会

107 Trinker's 益子 将 ｼﾞｭﾆｱ大会運営部会

108 R.S.K 小池 絵理 大会運営部会

109 Soleil 川添 祐子 ｼﾞｭﾆｱ大会運営部会

クラブチーム担当部会

 29



30 
 

優秀選手に対する激励金贈呈基準 

 

第 1 条    目的 

       国民体育大会等スポーツ競技会において優秀な成績を収め得る為、出場する選手・監督 

  に激励金を贈呈する。 

第 2 条    贈呈の対象 

対象となる選手は、本協会登録者で本協会名又は登録チーム名で出場している選手・監

督等とする。 

第 3 条    贈呈金額 

  【一般の部】 

  関東クラスの大会 一人 3000 円（単複出場なら 6000 円） 関東オープン等 

  全国クラスの大会 一人 5000 円（単複出場なら 10,000 円）全日本選手権大会等 

 

  【ベテランの部】 

  全国クラスの大会 一人 8,000 円（単複出場なら 16,000 円）全日本ベテラン等 

 

【ジュニアの部】 

  全国クラスの大会 一人 8,000 円（単複出場なら 16,000 円）全日本ジュニア等 

         一団体 50,000 円 5 人以内なら 30,000 円 

  1、その他上記以外で優秀な成績を出した選手については、その都度協議して決定する。 

  2、激励金は、大会出場届が本協会に提出された後に支払われる。 

  3、大会結果の提出期限は、原則としてその大会終了日から一カ月以内とする。 

 

第 4 条    出場届等の提出 

       激励金の授与を希望する者は、テニス大会出場届（様式 1-2 号）に必要事項を記入し、 

大会要項（写し）大会結果（写し）を添付して、本協会に提出しなければならない。 

平成 30 年 3 月 1 日 

 

川口市テニス協会 

 

連絡先 川口市テニス協会事務局 

TEL 090-6956-1719 

FAX 048-295-6165 

Mail info@tennis-kawaguchi.com 
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テニス大会出場届 

（様式 1-2 号） 

平成   年   月   日 

川口市テニス協会 会長 殿 

所属団体名 

 

代表者氏名                    印   

出場区分：  □ 一般  □ ベテラン  □ ジュニア 

下記の通り、テニス大会に出場致しますのでご報告いたします。 

大会名 

※ 第  回 国民体育大会 （                      ） 

※ 国際大会 

大会名（                             ） 

種目  □ シングルス ・ □ ダブルス 出場する種目に✔をつけて下さい 

 

※ 全国大会 

  大会名（                             ） 

  種目  □ シングルス ・ □ ダブルス ・ □ 団体 

出場する種目に✔をつけて下さい 

※ 関東大会 

  大会名（                             ） 

  種目  □ シングルス ・ □ ダブルス ・ □ 団体 

 出場する種目に✔をつけて下さい 

※ その他の大会 

  大会名（                             ） 

  種目  □ シングルス ・ □ ダブルス 出場する種目に✔をつけて下さい 

会場 
 

 

大会期日 平成   年   月   日 〜   月   日  

出場者  

（チーム）

の 

住所氏名 

住所：〒    － 

 

氏名（チーム名）：                             印  

出場者が未成年の場合は、                           

保護者の方の氏名をお願いいたします                         印  

必要となる書類：１）大会要項または大会要項の写し 

  ２）必要事項を記入した、この書類（様式 1-2） 

３）大会結果（本人の出場、成績の確認できるもの）または写し（終了後） 

会長 理事長 会計 

  

 

 



川口市テニス協会

　平成30年4月1日より、青木町平和公園内の駐車場が有料化されました。

今まで駐車していた噴水広場周辺には、一般車両が入れなくなりました。

大会参加の際は、できる限り公共交通手段、徒歩、自転車等でご来場ください。

テニス協会としましては、公園管理事務所等と協議を重ね、可能な限り出場選手に対し公平に

臨時駐車場をご利用いただけるよう最善を尽くしておりますが、他の競技団体との調整により

日程ごとに駐車可能台数、駐車方法等が変わりますのでご注意ください。その都度後報します。

皆様方のご理解ご協力のほどお願い申し上げます。

ご注意

・　ご入場の際係員より駐車許可証を受け取り、お帰りの際は係員に駐車許可証をご返却ください。

・　駐車の際は駐車許可証を外から見やすいところに置いてください。

・　公園内では必ず徐行及びハザードを点灯しランナーや歩行者、自転車等に

　　十分お気をつけ安全運転を心がけて下さい。

・　臨時駐車場は、入口と出口は同じゲートを使用いたします。

・　万一事故を起こした場合、個人（運転者）の

　　自動車保険（自賠責・任意保険）での賠償責務となります。

・　盗難および棄損事故他は公園・協会の責任は致しません。

大会時の臨時駐車場の利用について

第1駐車場（69台）

第2駐車場（39台）

臨時駐車場入り口
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